
（数量限定／予約不可）
1月2日㈪・3日㈫ 午前10時より

福袋（小）… 1 ,000円（税込1,080円）
 〈内  容〉   焼き菓子が2,000円相当入った福袋

福袋（大）… 3,000円（税込3,240円）
 〈内  容〉  梅林堂の商品券含む焼菓子など、
  5,000円相当入った福袋

福袋

おせちスイーツ 数量限定／1月2日㈪～1月4日㈬までの販売となります（無くなり次
第終了）。ご予約承ります（おせちスイーツのみ）。

〈内  容〉 

洋菓子… 桜のチーズケーキ（桜とチー
ズのムースケーキ）／抹茶

ロールケーキ （抹茶生地であ

んこと生クリームを巻きました）

／キャラメルガーデナー（キャラメ

ルクリームとチョコ生地をサンドした

ケーキ）／いちごタルト（タルトの上にい

ちごをのせました）／フルーツタルト（タル

トの上にフルーツをのせました）

和菓子… 福梅 （梅の形に細工した淡赤（ピンク）と白の練り切り）／初声（鳥の形に
細工した緑と白の練り切り）／初雪（初雪をイメージして作った鹿の子豆のお菓

子）／水仙（水仙の花の形に細工した白の練り切り）／干支「卯」（うさぎをイメージして

餅で作ったお菓子）

毎年
大好評

おせちスイーツ…2,800円（税込3,024円）
10種類の洋菓子、和菓子を詰め合わせました。
幸せいっぱい！ 夢いっぱい！ 
お正月にぴったりのおせち風スイーツ。

お渡し期間中の混雑を避けるため
代金はご予約時払いとさせて頂きます。

■ 岡谷本店／菓子工房諏訪の月
〒394-0027 長野県岡谷市中央町1-13-31
TEL.0266-22-4085  FAX.0266-24-3650

〈お問い合わせ〉 0120-11-4085 
 （営業時間10：00～19：00）

■ 茅野店／お菓子のベルグランド
〒391-0213 長野県茅野市豊平若宮1936-1
TEL.0266-82-2248  FAX.0266-82-2247

〈お問い合わせ〉 0120-82-2248 
 （営業時間10：00～19：00）

■ 諏訪店／お菓子の家ヌーベル
〒392-0017 長野県諏訪市城南1-2556-7
TEL.0266-54-7971  FAX.0266-54-7977

〈お問い合わせ〉 0120-54-7971 
 （営業時間10：00～19：00）

■ 下諏訪店
〒393-0047 長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂4360-5
TEL.0266-75-0330  FAX.0266-75-0331

〈お問い合わせ〉 0120-29-0338 
 （営業時間10：00～19：00）

有限会社ヌーベル梅林堂
本店：394-0027 長野県岡谷市中央町1-13-31

https://www.nouvel-bairindo.com

2022年 12月31日㈯………………… 17時閉店
2023年 1月1日㈰……………………… お休み
 1月2日㈪…………………… 17時閉店
 1月3日㈫…………………… 17時閉店
 1月4日㈬…………………… 17時閉店
 1月5日㈭ より通常営業になります。

年末年始
営業の
お知らせ

2022クリス
マスケーキ

ヌーベル梅林堂の

ご予約は
お早めに

12/17土まで
ご予約受付中

税込2,000円以上のケーキ1台につき1袋、
税込5,000円以上のケーキ1台につき2袋プレゼント。
※無くなり次第終了となります。ご了承の程お願い申し上げます。

1台税込2,000円以上の
X’masホールケーキを
前払いでご予約のお客様限定!!
美味しさそのまま長期保存ができる
くるみやまびこ
ロングライフ プレゼント! 
（1袋/ハーフサイズ2個入・税込410円）

先着
800袋



いちご生クリーム

レアチーズ タルト生地

パイ

カスタードクリーム

ロール生地チョコクリーム

クルミクリーム

ロースト
クルミ

キャラメル

アプリコットジャム

クルミバタークリーム

スポンジ

いちご生クリーム

スポンジ

フルーツカスタード
生クリーム

タルト生地アーモンド生地

グラサージュ
ピスタチオ
ガナッシュ

ピスタチオ
キャラメリゼ

チョコ生地

チョコチップ
オレンジガナッシュ

ナパージュクリスタル

アーモンド入り
スポンジ

ザクザク
ホワイトチョコ

オレンジ
ピール

レアチーズと
マスカルポーネの
クリーム

生クリーム

黄栗

チョコレート

和栗のクリーム

ダックワーズ生地

栗の
カスタード

スポンジ
アーモンド
スライス

X’mas生クリームデコレーション
クリスマスケーキの定番。
ヌーベル梅林堂ならではの苺のデコレーションを堪能してください。

❶ 4号（12㎝） 2,808円 ❷ 5号（15㎝） 3,780円
❸ 6号（18㎝） 4,752円 ❹ 7号（21㎝） 6,156円
❺ 8号（24㎝） 7,452円 ❻ 9号（27㎝） 11,124円
❼ 10号（30㎝） 14,688円

X’masフレーズフロマージュ
苺と生クリームをたっぷりのせたレアチーズタルトです。

15 6号（18㎝） 4,644円

X’mas和栗モンブラン
和栗を贅沢に使用した、栗のモンブランです。

14 5号（15㎝） 3,780円

X’masノエル
チョコレートとクルミの甘さが口の中に広がる、
切り株をイメージしたロールケーキです。

16 小（14㎝） 3,672円 17 中（22㎝） 4,644円

元祖ブッシュ・ド・ノエル
当店自慢の昔なつかしいヌーベル梅林堂元祖ブッシュ・ド・ノエル。
昔と変わらない味が今も愛され続けています。
18 小（14㎝） 2,700円

X’masスノーマウンテンパイ
サクサクパイの中に生クリームとカスタードが入ったケーキです。
19 5号（15㎝） 2,484円

プレミアムなチョコレートケーキです。
チョコレート、オレンジ、ピスタチオの三味一体の味をお楽しみください。
❾ 4号（8㎝×11㎝）  3,456円　10 5号（10.5㎝×15㎝）  4,428円

クーシュ・ド・ショコラ

2種類のチーズを使用し、ザクザクホワイトチョコの食感と、
オレンジピールのさわやかな風味香るチーズケーキです。
11 4号（12㎝） 2,592円 12 5号（15㎝） 3,672円
13 6号（18㎝） 4,644円

X’masチーズケーキ
じっくり焼き上げたタルトに色鮮やかなフルーツをたくさん飾りました。
自家製アーモンドタルトの甘みが絶妙です。

❽ 6号（18㎝） 4,968円

X’masフルーツタルト

人気
No.1

プレミアム 贅 沢

ファミリーに
おすすめ

パティシエ
おすすめ

※❶～19全てのケーキはアルコールを使用しておりません。
※全て税込価格となっております。※飾りつけは見本と異なる場合もあります。

X’masフレーズフロマージュ  6号……………4,644円（税込） 台

X’masノエル  小 ………………………………3,672円（税込） 台

X’masノエル  中 ………………………………4,644円（税込） 台

元祖ブッシュ・ド・ノエル  小 ……………………2,700円（税込） 台

X’masスノーマウンテンパイ  5号……………2,484円（税込） 台

15
16
17
18
19

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11
12
13
14

X’mas生クリームデコレーション   4号………2,808円（税込） 台

X’mas生クリームデコレーション   5号………3,780円（税込） 台

X’mas生クリームデコレーション   6号………4,752円（税込） 台

X’mas生クリームデコレーション   7号………6,156円（税込） 台

X’mas生クリームデコレーション   8号………7,452円（税込） 台

X’mas生クリームデコレーション   9号…… 11,124円（税込） 台

X’mas生クリームデコレーション 10号…… 14,688円（税込） 台

X’masフルーツタルト  6号……………………4,968円（税込） 台

クーシュ・ド・ショコラ  4号 ……………………3,456円（税込） 台

クーシュ・ド・ショコラ  5号 ……………………4,428円（税込） 台

X’masチーズケーキ  4号 ……………………2,592円（税込） 台

X’masチーズケーキ  5号 ……………………3,672円（税込） 台

X’masチーズケーキ  6号 ……………………4,644円（税込） 台

X’mas和栗モンブラン  5号 …………………3,780円（税込） 台

■ご予約票 兼 引換券／お渡し期間12月20日～25日　（枠内全てご記入いただき、切り取らずにこのまま店頭へお持ちください。 期間外でのお受取りご希望の方はお気軽にスタッフまでご相談ください。）

お名前

保冷剤 不要  ・  要（       個）

※保冷剤は有料となります。
（1個10円税込）

※保冷剤は有料となります。
（1個10円税込）

不要  ・  要（       個）

お渡し日時

お電話番号

様

（No.　　 ）

（No.　　 ）

数量

数量

数量

サイズ

サイズ

サイズ

小計
金額

小計
金額

小計
金額（No.　　 ）

ご注文
商品

ご注文
商品

ご注文
商品

合計
数量

合計
金額

円

円

円 円

台

台

台

台

ご住所

お受取店舗
（◯を付けてください）岡谷店  ・  下諏訪店  ・  諏訪店  ・  茅野店 岡谷店  ・  下諏訪店  ・  諏訪店  ・  茅野店

様

円
合計金額

お名前

お渡し日時

保冷剤

お受取店舗
（◯を付けてください）

12月　　　   日 　時　　　 分頃AM
PM

12月　　　   日 　時　　　 分頃AM
PM

お渡し期間中の混雑をさけるために代金はご予約時払いとさせていただきます。 この予約票は引換券となりますので商品引換の際に係員にお渡しください。


